
 

 

VP レシーバー VPR-1 
            

安全上のご注意 
 
  
 安全にお使いいただくために－必ずお守りください 
 この「安全上のご注意」は、この機器を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害

を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。ご熟読の上ご使用ください。 

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。 

  

警告 
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う

可能性が想定される内容を示しています。 

 

  

注意 
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想

定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示していま

す。 
  

 
図記号の意味 

 

 

 

名称：禁止 
意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示

します。 

 名称：注意 
意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵

で示します。 

 名称：強制 
意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。

 

 名称：電源プラグ・AC アダプタをコンセントから抜け 
意味：使用者に AC アダプタをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な

指示内容が描かれています。 

 名称：風呂場・シャワー室での使用禁止 
意味：製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を

示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。 

 名称：接触禁止 
意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容

が描かれています。 

 名称：分解禁止 
意味：製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので 
   図の中に具体的な禁止内容が描かれています。 

 
 
 

 警告 

煙が出ている、変なにおいや音などがするとき、電源プラグ・ACアダプタをコンセントか

ら抜く。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 

煙などが出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。 

お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。 

 

機器の内部に水などが入った場合は、電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。 

ただちに販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 

 

異物が機器の内部に入った場合は、電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。 

ただちに販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 

 

画面が映らないなどの故障の場合には、電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。

それから販売店に修理をご依頼ください。 

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 

 

機器を落としたり、キャビネットなどを破損した場合は、電源プラグ・ACアダプタをコン

セントから抜く。 

それから販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 

 

機器を落とした場合や破損した場合は販売店に連絡する。そのまま使用すると火災・感電

の原因となります。 

 

電源プラグ・ACアダプタは必ず付属品を使用する。 

火災・感電の原因となります。 

 

ACアダプタのコードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 

 

電源プラグの刃や取り付け面にほこりが付着している場合は、電源プラグを抜いてから、

ほこりを取り除く。 

電源プラグの絶縁低下により、火災の原因となります。 

 

この機器を分解しない。 

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 

内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。 

 

機器を改造しない。 

火災・感電の原因となります。 

 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。落ちたり、倒れたりして、

けがの原因となります。 

 

機器や接続ケーブルを人がひっかかる所へ設置しない。つまずいて転倒したり、けがや事

故の原因になります。 

 

 警告 

この機器に水や異物を入れたり、ぬらさない。 

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。 

 

電源プラグ・ACアダプタの上に重いものを乗せたり、コードを本機の下敷きにしない。コ

ードが傷ついて、火災・感電の原因となります。（コードの上を敷物などで覆うことによ

り、それに気付かず、重いものを乗せてしまうことがあります。） 

 

電源プラグ・ACアダプタを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ

張ったり、加熱したりしない。 

コードが破損して、火災・感電の原因となります。 

 

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない。 

機器が破損、変形し、内部でショート状態となり、発熱、発煙、発火の原因となります。 

 

強い衝撃を与えない。製品が破損、変形し、内部でショート状態となり、発熱、発煙、発

火の原因となります。 

 

機器に水を入れたり、ぬらさない。火災・感電の原因となります。 

 

 

風呂場、シャワー室では使用しない。火災・感電の原因となります。 

 

 

雷が鳴り出したら本体、接続ケーブル、電源プラグ・ACアダプタなどには触れない。感電

の原因となります。 

 

 

 注意 

移動させる場合は機器の電源をOFFし、必ず電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。 

外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。 

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 

 

この機器を長時間、ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグ・ACアダプタを

コンセントから抜く。 

火災の原因となることがあります。 

 

電源プラグ・ACアダプタを抜くときは、コードを引っ張らない。 

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 

必ず電源プラグ・ACアダプタを持って抜いてください。 

 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。 

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。 

 

購入後、定期的な点検や内部の掃除は販売店に相談する。機器の内部にほこりがたまった

まま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。 

 

長時間にわたり一定箇所に触れ続けない。 

この機器を一定時間使用すると、筺体が熱く感じられる場合があります。 

適切な使用環境では安全性に問題はありません。 

ただし、長時間にわたり一定箇所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。 

 

キャスター付きの台に機器を設置する場合にはキャスター止めをする。動いたり、倒れた

りしてけがの原因となることがあります。 

 

湿気やほこりの多い場所に置かない。火災・感電の原因となることがあります。 

 

 

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気・水滴が当たるような場所に置かない。火災・感

電の原因となることがあります。 

 

この機器に乗ったり、重いものを乗せない。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となる

ことがあります。 

 

電源プラグ・ACアダプタのコードを熱器具に近づけない。 

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。 

 

ぬれた手で電源プラグ・ACアダプタを抜き差ししない。 

感電の原因となることがあります。 

 

電源プラグは根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しない。発熱して火災

の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してくださ

い。 

 

  
使用上のご注意 

■VP レシーバーで使用する電波について 
この機器は 5GHz 帯域の電波を使用しています。 
この機器は屋外使用を電波法により禁止されていますので使用しないでください。 
この機器の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動

体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用され

ています。 
この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運営されていないこ

とを確認してください。 
万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波

の発射を停止した上、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）については、巻末の

営業部へお問い合わせください。 
その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何か

お困りのことが起きた場合は、巻末の営業部へお問い合わせください。 
 
・この機器を国外で使用しないでください。 
・HDMI 機器の仕様によっては動作しない、または本来の性能が発揮されない場合があります。  
・対応機器は、弊社環境にて動作確認を行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではあり 
 ません。 
・機器の組み合わせによっては、CEC による機能が使えない場合があります。 
・ 天吊り設置などで、本体の底面が上を向く設置は内部の熱が逃げにくくなりますので行わないでください。

また、本体の左右に開いている通風孔を塞がないでください。 
・低温環境では無線接続に時間がかかりますので、通電後しばらく待ってからご使用ください。 
・近接して 5 セット以上のペアを使用する場合、電波干渉で電源投入時の無線接続に時間がかかります。 
・製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。 

・  及び  は株式会社エルモ社の登録商標です。 
・HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または 

登録商標です。 
・その他、記載されている会社名、商品名等は各社の商標及び登録商標です。  

ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。 
万一の際に備え、本取扱説明書は大切に保存してください。

取扱説明書



 

 
同梱品 

梱包内容 
お買い上げ時に次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。 
 
 
 
 
  

ご使用方法 
VP レシーバーの各部名称 
①Micro USB 電源端子：AC アダプタ専用電源端子 
②Menu/Select ボタン：メニュー表示と選択 
③Up ボタン：メニュー選択時上スクロール 
④Down ボタン：メニュー選択時下スクロール 
⑤HDMI 端子：HDMI 出力端子 
⑥Link light：映像送信機との通信状態 LED 
⑦Power light：電源の供給状態 LED  
●Link light 
・点灯：受信しています。 
・点滅：入力信号を探しています。 
●Power light 
・点灯：電源が ON されています。 
・消灯：電源が OFF されています。 
 
 

 ・ご使用前に、VP レシーバーの保護シートを取り除いてください。 
・VP レシーバーの Micro USB 電源端子は電源入力専用なので、他の USB 機器とは

接続しないでください。電源は同梱の AC アダプタを使用し、他の USB 機器から

のバスパワーを使用しないでください。VP レシーバーの消費電力は USB バスパ

ワーの規格を超えています。 
・映像送信機は、WHDI 規格に対応した機器を使用してください。 
・HDMI 出力は HDMI 規格に準拠しています。 
・低温環境での無線接続に時間がかかりますので、通電後しばらく待ってからご使

用ください。 
 
VP レシーバーの接続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *1 映像表示機器の入力を HDMI に切り換えてください。 
*2 この機器との接続には市販の HDMI ケーブル(Type A)を使用してください。 

 
無線通信設定を行う 
ご使用になる前に、VP レシーバーの無線通信設定を行います。 
無線通信設定を行う前に、VP レシーバーを HDMI 規格対応の映像表示機器と接続して、 
VP レシーバーとエルモ社製 書画カメラ（MO-1ｗ）の電源を入れてください。 
Menu/Select ボタンを押してメニュー画面を表示し、 
Setup を選択して Menu/Select ボタンを押します。 
 
ここでは、映像送信機の追加・削除、登録名称を変更する事ができます。 
 
●エルモ社製 書画カメラ（MO-1ｗ）を追加する（ペアリング） 
1. VP レシーバーを追加（ペアリング）に状態に設定します。 

最初に Up、Down キーで Setup を選択し、 
Menu/Select ボタンを押します。 
メニュー画面の Add new Video Source を選択し、 
Menu/Select ボタンを押し、受信状態にします。 

 
2. 書画カメラのペアリングボタン(MO-1w の側面にある)を 
  VP レシーバーの画面に｢Adding ○○○（映像送信機の名称）｣ 

が表示されるまで押し続けます。 
※約 5 秒程度。状況により時間は変動します。 

 
3. VP レシーバーで OK を選択して Menu/Select ボタンを押すと 

ペアリングが開始されます。 
終了すると自動的に書画カメラの映像が表示されます。 
※ペアリングの途中で止まった場合は、VP レシーバーと 

書画カメラの電源を一度切り、はじめからやり直してください。 
 
4. 複数の書画カメラを登録する場合は１.から繰り返します。（最大 8 台まで登録可能） 
 

 
・映像送信機の操作は各機器の取扱説明書を参照してください。 

●映像送信機の削除 
1. 最初に Setup を選択し、Menu/Select ボタンを押します。 
2. メニュー画面の Remove Video Source を選択し、Menu/Select ボタンを押します。 
3. 削除対象の映像送信機を選択し、Menu/Select ボタンを押します。 
 
●映像送信機の登録名称変更 
1. 最初に Setup を選択し、Menu/Select ボタンを押します。 
2. メニュー画面の Modify Video Source Name を選択し、Menu/Select ボタンを押します。 
3. 登録済みの映像送信機を選択し、Menu/Select ボタンを押します。 
4. カーソルが表示されるので、変更したい部分を選択し、Menu/Select ボタンを押します。 
5. カーソルの色が変わるので、文字を選択してください。 
6. 入力する文字を選択したら Menu/Select ボタンを押します。 
7. 入力が終了したら Menu/Select ボタンを長押しし、Save を選択して終了します。  
映像入力の選択 
Menu/Select ボタンを押してメニュー画面を表示します。 
メニュー画面に、登録されている映像送信機の登録名称が 
表示されるので、機器を選択します。 
Menu/Select ボタンを押すと、選択した映像送信機の 
映像が表示されます。 
※電源投入時には、前回選択されていた映像送信機と自動的に無線接続を行ないます。 
※送信機との接続時に” Please remove and register this ○○○ again”というメッセージが出た

場合は、一度その送信機を登録から削除して、再度登録し直してください。 

故障かなと思ったら 
以下のことをお確かめの上で異常があるときは、お買い上げの販売店か最寄りの営業部までご相

談ください。弊社の規定に基づき修理させていただきます。 
AC アダプタはコンセントに正しく接続されていますか。 
AC アダプタとコンセントの接続を確認してください。 
映像送信機の登録はされていますか。 
映像送信機の追加を行ってください。 
同じ周波数帯を使用している機器が電波干渉を引き起こす

場合があります。周囲の電波環境を確認してください。 

VP レシーバーが機能しない 
 
無線接続しない 

AC アダプタの電源プラグが VP レシーバーの端子から抜け

ていませんか。AC アダプタと VP レシーバーの端子の接続

を確認してください。 
HDMI ケーブルは奥までささっていますか。 
奥までさしこんでください。 
ケーブルは傷んでいませんか。 
傷んだものは使用しないでください。 
入力信号は接続した映像表示機器の表示能力内の信号です

か。解像度を確認してください。 

映像が乱れる 
 
または 
 
映像が出力されない 

同じ周波数帯を使用している機器が電波干渉を引き起こす

場合があります。周囲の電波環境を確認してください。 
HDMI ケーブルは奥までささっていますか。 
奥までさしこんでください。 
ケーブルは傷んでいませんか。 
傷んだものは使用しないでください。 
映像送信機からの音声入力はありますか。 
音声入力が無い場合は音が鳴りません。 

音が鳴らない 

映像送信機、または映像表示機器のスピーカー音量が最小に

なっていませんか。音量を上げてください。 
 

 ・上記の対応でうまく動作できない場合、故障している可能性があります。 
 販売店へ修理の依頼をしてください。 

  
製品仕様 

 
使用温度 0℃～40℃ 
使用無線帯域 5190MHz ～ 5670MHz 
通信距離 約 10m （使用状況により異なります） 

電源 
AC アダプタ 
入力：100V-240V, 0.5A, 50/60Hz 
出力：5V, 2A 

仕様 HDMI / WHDI 規格に準拠、HDCP 対応 
送信機登録 8 台 

映像出力： 
VGA (640x480)60Hz/75Hz, SVGA (800x600)60Hz/75Hz, 
XGA (1024x768) 60Hz/75Hz, WXGA (1280x768) 60Hz,  
WXGA (1280x800) 60Hz, SXGA (1280x1024) 60Hz/75Hz 
1152x864 (60Hz), 1280x960(60Hz) 
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

HDMI 出力 (Type A) 

音声出力：最大 192 kHz x 24 bit 
（映像送信機の設定に依存します） 

消費電力 7W ( 5V / 1.4A) AC アダプタを除く 
外形寸法 L83×W80×H31 (mm) 
質量 110g 

   
 

 
製品のお問い合わせは、下記営業部へ 
 

 エルモソリューションカンパニー 
□ 営業統括本部            

 ■ 北海道営業部      〒001-0021  札幌市北区北 21 条西 8 丁目 3 番 8 号 バックスビル        TEL.011-738-5811 

 ■ 東北営業部         〒980-0023  仙台市青葉区北目町 1 番 18 号 ピースビル北目町 4 階      TEL.022-266-3255 

 ■ 中国営業部         〒730-0041  広島市中区小町 5 番 8 号 ドルチェ 2 階                  TEL.082-248-4800 

    山陰オフィス       〒683-0853  鳥取県米子市両三柳 48-3                     TEL.0859-31-3400 

 ■ 九州営業部         〒812-0039  福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 朝日プラザ祇園 2 階         TEL.092-281-4131 

□ 首都圏営業本部      〒108-0073  東京都港区三田三丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階           TEL.03-3453-6471 

□ セキュリティ営業本部  〒108-0073  東京都港区三田三丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階           TEL.03-3453-6471 

□ 中部営業本部        〒467-8567  名古屋市瑞穂区明前町 6 番 14 号                         TEL.052-811-5261 

□ 近畿・四国営業本部     〒550-0014  大阪市西区北堀江三丁目 12 番 23 号 三木産業ビル 7 階     TEL.06-6541-0123 

    徳島オフィス       〒772-0017  鳴門市撫養町立岩字七枚 82 番地                 TEL.088-678-9035 

http://www.elmosolution.co.jp 
VPR-1(J)_M R2-Jxx 

AC アダプタ 1 個 取扱説明書 保証書VP レシーバー 

④ ③ ② ⑤ ① 

⑥ ⑦ 

WHDI 

プロジェクター (*1) 

VP レシーバー 

HDMI 出力 電源入力 

HDMI ケーブル (*2) 

AC アダプタ 

コンセントへ 

映像送信機 

HDMI コネクタ 

モニター (*1) 

ペアリングボタン 

MO-1w 側面パネル 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


